2014 年 4 月 25 日

メディア関係者各位

株式会社ホビーストック（HOBBY STOCK inc.）
URL: http://www.hobbystock.co.jp
住所：東京都墨田区千歳 3-18-5 YK ビル
電話：03-5625-5066
E-mail：ws@hobbystock.jp

『「K」対象商品合計 3,000 円購入でもらえる！「ぴくりる！ K ラバスト 伏見猿比古 ver.2」プレゼントキャンペ
ver.2」プレゼントキャンペ
ーン』ホビーストック
ーン』ホビーストック WEB ショップにて実施、
ショップにて実施、「
実施、「K」アイラッシュケース 3 種、ヘアポニー
種、ヘアポニー2
ヘアポニー2 種、パール＆ビジューヘ
アゴム 2 種予約受付開始のお知らせ
株式会社ホビーストックは、本日 4 月 25 日より「『K』対象商品合計 3,000 円購入でもらえる！「ぴくりる！ K ラバスト 伏見猿比
古 ver.2」プレゼントキャンペーン」のホビーストック WEB ショップでの実施、及び下記弊社企画商品の予約受付を開始したこと
をお知らせいたします。

「ぴくりる！ K アイラッシュケース 周防＆宗像」
「ぴくりる！ K アイラッシュケース 八田＆伏見」
「ぴくりる！ K アイラッシュケース 鎌本＆アンナ」
「K ヘアポニー <<SCEPTER4>>」
「K ヘアポニー <<吠舞羅>>」
「K パール＆ビジューヘアゴム ホワイト」
「K パール＆ビジューヘアゴム ブラック」

全国の玩具店、大手家電量販店、WEB 通販サイトなどでお買い求めいただけます。

株式会社ホビーストック コーポレートサイト ： http://hobbystock.co.jp/

■ ホビーストック WEB ショップ『
ショップ『「K」対象商品合計 3,000 円購入でもらえる！「ぴくりる！ K ラバスト 伏見猿比古
ver.2」プレゼントキャンペーン！
ver.2」プレゼントキャンペーン！』
」プレゼントキャンペーン！』
ホビーストック WEB ショップで「K」の対象商品のご購入合計 3,000 円（税込）
ごとに、「ぴくりる！ K ラバーストラップ 伏見猿比古 ver.2（非売品）」を 1 つ
プレゼントいたします。

キャンペーン条件：
・1 注文に含まれる対象商品の合計金額 3,000 円ごとに特典 1 個を同梱いた
します。（例：対象商品合計金額 6,000 円の場合→特典 2 個）
・対象商品は商品の発売までに 1 つの注文（＝出荷）におまとめください。

対象商品：
・ぴくりる！ K アイラッシュケース 周防＆宗像

・ぴくりる！ K アイラッシュケース 八田＆伏見
・ぴくりる！ K アイラッシュケース 鎌本＆アンナ
・K ヘアポニー <<SCEPTER4>>
・K ヘアポニー <<吠舞羅>>
・K パール＆ビジューヘアゴム ホワイト
・K パール＆ビジューヘアゴム ブラック

期間：2014
年 4 月 25 日（金）～2014 年 8 月 28 日（木）の出荷まで（対象商品の発売は 7 月です）
期間

※期間内にご注文いただきましても、出荷が期間終了後となる場合はキャンペーン対象外となりますのでご注意下さい。
※銀行振り込みでご注文の場合は、2014 年 8 月 28 日（木）12 時までにご入金いただければ当日出荷となります。
※注文の中に未発売の商品が含まれていると出荷になりませんのでご注意下さい。
※対象外の商品が注文に含まれていてもキャンペーン条件には問題ございません。

■ 「ぴくりる！ K アイラッシュケース（
アイラッシュケース（周防＆宗像/
周防＆宗像/八田＆伏見/
八田＆伏見/鎌本＆アンナ）
鎌本＆アンナ）」商品説明
劇場版公開が待ち遠しい「K」からぴくりる！デザインのアイラッシ
ュケース（付けまつげケース）が登場です。
デリケートなつけまつげの折れを防ぎ、美しい状態をキープしま
す。
持ち歩きにも最適なコンパクトサイズで、ピルケースとしても使用
できます。

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承
ください。

＜ラインナップ＞
ぴくりる！ K アイラッシュケース 周防＆宗像
ぴくりる！ K アイラッシュケース 八田＆伏見
ぴくりる！ K アイラッシュケース 鎌本＆アンナ

■ 商品仕様
サイズ：縦約 40mm×横約 55mm×高さ約 15mm
素材：スチール・ABS・ラインストーン
ミラー付き
価格：各 1,200 円＋税

■ 発売日
2014 年 7 月

■ 「K ヘアポニー（
ヘアポニー（SCEPTER4/
SCEPTER4/吠舞羅）
吠舞羅）」商品説明
劇場版公開が待ち遠しい「K」から SCEPTER4 と吠舞羅をイメー
ジしたヘアアクセサリーが登場です。
アクリルビーズとシェルのパーツを使用した爽やかで可愛いヘア
ゴムです。
普段使いも OK な可愛いアイテムですが、これをつけて映画を見
に行けばお友達にアピールしちゃうこと間違いなしです！

＜ラインナップ＞
K ヘアポニー <<SCEPTER4>>
K ヘアポニー <<吠舞羅>>

■ 商品仕様
サイズ：直径約 80mm
材質：アクリル・シェル・ゴム
価格：各 1,500 円＋税

■ 発売日
2014 年 7 月

■ 「K パール＆ビジューヘアゴム（ホワイト
パール＆ビジューヘアゴム（ホワイト/
（ホワイト/ブラック）
ブラック）」商品説明
劇場版公開が待ち遠しい「K」から可愛いヘアゴムが登場です。
きらきらと煌めくパールとビジューを敷き詰めた存在感ある K の
アルファベットモチーフが、いつものヘアスタイルもグッとフェミニ
ンにランクアップさせてくれるアイテムです。
手首につけてブレスレット感覚で楽しんでも OK です☆

＜ラインナップ＞
K パール＆ビジューヘアゴム ホワイト
K パール＆ビジューヘアゴム ブラック

■ 商品仕様
サイズ：約 50mm
材質：アクリルパール・ゴム・ラインストーン、ポリエステル
価格：各 1,500 円＋税

■ 発売日
2014 年 7 月

■ コピーライト
(c)GoRA・GoHands／k-project

■ 発売元・販売元
株式会社ホビーストック
〒130-0025
東京都墨田区千歳 3-18-5
http://hobbystock.co.jp/

■ ホビーストック WEB ショップ商品ページ
ぴくりる！ K アイラッシュケース 周防＆宗像
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000644?pr
ぴくりる！ K アイラッシュケース 八田＆伏見
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000645?pr
ぴくりる！ K アイラッシュケース 鎌本＆アンナ
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000646?pr
K ヘアポニー <<SCEPTER4>>
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000647?pr
K ヘアポニー <<吠舞羅>>
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000648?pr
K パール＆ビジューヘアゴム ホワイト
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000642?pr
K パール＆ビジューヘアゴム ブラック
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000643?pr

≪本プレスリリースに関するお問い合わせ≫
株式会社ホビーストック（HOBBY STOCK inc.）
URL：

http://www.hobbystock.co.jp

住所：

東京都墨田区千歳 3-18-5 YK ビル

電話：

03-5625-5066

FAX：

03-5625-5088

E-mail： ws@hobbystock.jp
事業内容： ホビー商品の企画、製造、卸売り、小売
EC 業務に関するアウトソーシング
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【発行元】株式会社ホビーストック 住所：東京都墨田区千歳 3-18-5 YK ビル
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